平成28年度地域力再生プロジェクト支援事業交付金（地域力ビジネスプログラム） 第１回支援一覧
事

業

名

団 体 名

代表者

主な活動種類
地域力再生の視点

事業実施
地域

事

業

概

要

乙訓（長岡 乙訓地域において、情報誌「おとくにsanpo」を発行し、
地域商業の活性 京市・向日 ちーたびを企画・運営することで地域商業の活性化を図
化
市・大山崎 る。また、子育て中の母親たちをスタッフとして受け入
町）
れ、その能力開発や発信の場を提供

1

乙訓地域の人と人、人と店、人
おとくにネットワーク とろ
と場所をつなげるプロジェクト事
和
業

竹内 良和

2

女性が活躍・女性が集まる！カ
カフェギャラリーときじく
フェ「ときじく」

守田 雪子 地域文化活動

3

2020年の「丹後ちりめん創業
300年」に向けての丹後ちりめ
んの普及活動及び和装振興
NPO法人京小町踊り子
と、京小町オリジナル「driccoド 隊プロジェクト
リッコ」きものを着ての京都体験
プログラム（ちーたび）の実施

4

四ノ宮琵琶市場の創出と開拓
（第３期 安価と性能の最適点 弦楽ふるさとの会
を見極めた琵琶製作にのぞむ）

5

キッチンNagomiにおける「七条
NPO法人 和
集いの広場」事業

6

三世代交流の一つ屋根の下コ
まらっか
ミュニティ

7

京都の女性活躍推進事業「パ
パママ応援ガイドjimopy」

女性活躍推進「トレディ
の会」

8

コミュニティーカフェ

NPO法人 きらっと

9

茶と本のイベントによる町内外
和束喫茶去研究会
交交流促進と、日本茶の普及

支援額

1,000,000

松原京極商店街を中心とした地域で、介護や子育てに息
苦しさを感じる人たちが気軽に文化体験を享受できる場
京都市（下
や高齢者の互いの「見守り」の場となるカフェを女性の視
京区）
点で運営する
（女性の輝き支援プログラム）

1,558,000

京都市
岩崎 裕美 地域産業おこし
京丹後市

和装需要の減退で白生地生産量が大幅減となっている
丹後地域において、2020年の「丹後ちりめん創業300年」
を好機と捉え、着物を着る機会を積極的に企画し、産地
と連携した和装振興に努める
（女性の輝き支援プログラム）

1,568,000

小谷 昌代 地域産業おこし 京都市

日本の誇れる楽器「楽小琵琶」を「四ノ宮琵琶」と復活さ
せ、京都の小中学校や音楽教室、音楽シーンで利用で
きるものにしていく

大塚 茜

地域産業おこし

真栄田 栄子 子育て支援活動

飲食店での独立経営を目指す若者、女性、シニアなどの
京都市（下 チャレンジ型カフェ＆ダイニング「キッチンNagomi」を拠点
京区）
として七条大宮エリアの商店街活性化・地域活性化を目
指す
核家族化により孤立した高齢者、子育てママ、子どもた
京都市（西 ちの三世代交流と女性の就労支援、子育て支援を目的
京区）
としたコミュニティホームを運営
（女性の輝き支援プログラム）

320,000

340,000

1,300,000

子育て支援団体や先輩パパママと協働した「パパママ応
援ガイドjimopy」のＨＰを立ち上げ、働くパパママに役立つ
情報の提供を行うと同時に、eラーニングによる仕事と子
育ての両立支援講座を実施

1,000,000

浦畑 眞一郎 共助型福祉活動 城陽市

生きがいを見いだせず、閉塞感漂う老後の日常生活に、
外向的に活動する日常を再発見し、生き甲斐づくり、健
康増進につながる活動を行うことによって、高齢者が活
躍する地域づくりを行う

747,000

吉田 惠美

農村・都市交流
和束町
活動

和束町特産の茶を用いたカフェやイベントを通じて、和束
町内外の人が気軽に交流できる関係づくりを進めるとと
もに、日本茶に親しみを持ってもらうことで和束茶をPRし
ていく

320,000

北町銀座屋カフェの確立と交通
10 インフラ整備による北町商店街 北町商店街
への誘客

佐々木 弘明

地域商業の活性
亀岡市
化

北町商店街に共同ショップ兼カフェとして、土日限定で銀
座屋カフェをオープンする。また、交通インフラ整備とし
て、タイのトゥクトゥクを導入する

1,000,000

11 美山綿復活プロジェクト

美山綿復活プロジェクト

波多野 公平 地域文化活動

12 チョロギ村づくり

NPO法人チョロギ村

「ほづあい研究所」の施設環境
13 整備および「ほづ藍」特産化・ ほづあい研究所
商品化に向けての事業展開

14 芦生むら里プロジェクト

15

芦生わさび生産組合

下集落 伝統食継承とスモール
下集落支援事業委員会
ビジネスづくり

池田 少折 子育て支援活動 京都市全域

南丹市

耕作放棄地を利用した美山綿の生産と商品化、地域の
協力のもと美山大野に人を呼ぶイベントを実施

385,000

農村・都市交流
亀岡市
活動

チョロギと金時生姜を神前地域の特産物化し、それらの
収穫体験の機会やチョロギ館を作って農村と都市との交
流を図り、住人の生きがいづくりと若い人が住みたくなる
村づくりを行う

1,000,000

吉川 慶一 地域産業おこし 亀岡市

保津川すいたん農園で栽培している「たで藍」を「ほづ
藍」としてブランド化し、地域の農業振興や活性化につな
げるとともに、藍染めによる地域文化活動を盛り上げて
いく

1,000,000

地域産業おこし 南丹市

地域に根付くワサビ、山ウドの栽培、加工、販売を行い、
雇用の場を広げて、定住者・移住者を迎えて、地域を元
気にし、集落の豊かな発展を目指す

732,000

大下 裕宣 地域産業おこし 南丹市

地域の食文化継承のため「鯖のなれ寿司」「鯖のへしこ」
などの製造販売を行うとともに、都市部の住民に対して
伝統食加工体験や試食会等の交流イベントを実施

766,000

森 隆治

今井 崇
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16

CO2削減クルベジ酒造りプロ
ジェクト

亀岡クルベジ育成会

森川 佳明 地域産業おこし 亀岡市

17

ゆずを使った向山の魅力の発
信と地域特産品開発事業

向山区

梅津 博英 地域産業おこし

マツタケ・シメジの培養種菌をも
八木町マツタケ生産振興
18 とに林地適応型の人工栽培に
会
よる農山村再生事業

19

藍染め染料原料としての藍栽
培事業

NPO法人 ふるさと保津

薗田 登

地域産業おこし

21

私たちの住むまちステップアッ
プ事業

赤れんが明治・大正ろま
ん

バーベキューによる防災活動
22 の啓蒙と新たな地域産業の創 京都バーベキュー協会
造

概

要

CO2削減のために栽培された農地炭素貯留野菜クルベ
ジのＰＲの一環として、炭素埋設農法による酒米（山田
錦）を活用し、CO2削減クルベジ酒造りプロジェクトを実
施する

支援額

800,000

573,000

南丹市八木 マツタケ・シメジの培養種菌を用いたマツタケ・シメジの増
町
産を通じた地域産業の活性化を図る

382,000

米価下落と生産人口高齢化により拡大する遊休農地を
活用した藍原料の栽培に取り組むことで、地元小生産者
に展開可能な事業モデルの構築を目指す

362,000

オリジナル地域ヒーローを京都全域で展開し、全国的な
京都のPRへとつなげる企画やイベント等を実施

411,000

舞鶴の埋もれた地域資源を地域内外に発信していくた
め、ドレスツアー、コミュニティFMのCM等による認知度
アップ地域づくりを図る

186,000

京都府全域

仲井 玲子 地域産業おこし 舞鶴市

地域の自主防災組織の高齢化を解決するため、防災と
舞鶴市、綾
その他（防災活
BBQを融合させた「楽しい防災」を通じて、老若男女が進
部市、福知
動）
んで参加できる防災活動に取り組むとともに、京都産木
山市
材を活用したBBQ製品を開発しブランド化につなげる

250,000

近持 晶子

綾部市
Iターンの女性起業者による上林のオーガニック商品事
地域商業の活性
中・奥上林 業を成功させ、新たな移住者へのモデルケースとなる
化
地区
「持続可能な田舎暮らし」を進めていく

442,000

宮津市、与 「天橋立」の茶屋通りに店を構える「ひいらぎ庵」で、丹後
地域商業の活性
謝野町ほか 産の原材料を使用したこだわりの商品をＰＲ、販売し、地
化
丹後地域 域の活性化を図る

560,000

森本 隆

23

かんばやしOrganic Village
Project

24

丹後のええもん発信プロジェク 丹後天橋立ええもんおか
ト（第２期）
みの会

幾世 由美

25

自立に向けた「エコの環」事業
の拡大

認定NPO法人 ブルー
シー阿蘇

松森 豊己 地域産業おこし 宮津市

阿蘇海に堆積した大量のへどろと生ゴミを資源として活
かす「エコの環」を構築し、地域の高齢者対策、健康づく
りに役立てながら、最終的には、阿蘇海の環境の無償修
復につなげる

389,000

NPO法人 音楽のまちづ
くり

田中 千穂 子育て支援活動 与謝野町

未就学児対象の児童館事業と学生対象の学習支援事
業を併せ持ち、保護者同士も交流できる機能を持たせた
講習会を地域の退職した保育士や地元の元先生などと
ともに実施し、子育て支援につなげる

543,000

26 こども学習サロン

かんばやし Organic
Village

業

南丹市美山 遊休農地を有効に活用した向山“ゆずの里”づくりを行
町
い、環境保全、集落の活性化、地場産品の開発を図る

石川 清之 地域産業おこし 亀岡市

地域ヒーローで子供に夢を！
ＮＰＯ法人 京都夢作りプ
20 地域に活性化を！地域に未来
藤岡 康治 地域行催事
ロジェクト
を！夢作りプロジェクト

事

27

高齢化社会のブラッシュアップ
活動～高齢者が生きがいを
NPO法人 ハーブとス
持って高齢者を支える仕組み ローフードのまちづくり
の構築～

田中 千穂 共助型福祉活動 京丹後市

地域の高齢者が生産、加工した食品を提供するサロンを
定期的に開催し、高齢者の生きがいづくり、仲間づくり、
健康づくりによる社会参加へとつなげる

796,000

28

蒲井・旭シーカヤックプロジェク
蒲井・旭活性化協議会
ト

京丹後市久 シーカヤックの事業化による誘客を地域全体で取り組む
古橋 五郎 地域産業おこし 美浜町蒲井 ことで、高齢化した地域に若者が集い、活気あふれる村
海岸
になることを目指す

1,000,000

29

「おいしい久美浜」開発・発信事 「ハーベスト・ベイ久美
業
浜」運営委員会

須田 悦子

地域商業の活性
京丹後市
化

京丹後の野菜、フルーツを使った加工品の製造、販売を
地域の次世代生産者とともに実施し地域の認知度アップ
を図り、農業等によるUIターン者獲得を目指す

1,000,000

高山 充男

地域商業の活性
京丹後市
化

空き店舗を活用したアンテナショップを運営し、各種教室
を開催し物づくりの楽しさを実感しながら商品化を目指す

360,000

30 和い輪いものづくり事業

（公社）京丹後市シル
バー人材センター
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31 海の京都「旬を味わうグルメ旅」 丹後連携プロジェクト

宮津市、伊 海の京都の食材と旬にこだわったグルメ企画を展開し、
多賀 雄介 地域産業おこし 根町、与謝 広報の強化や店舗間の入れ込み数等の情報共有により
野町
地域共通の旬の食材が提供可能な環境を作る

1,000,000

32 明石の家プロジェクト

松本 健史 地域産業おこし

築90年の空き家を賛同する仲間や地域住民とDIYワーク
与謝野町明
ショップを通じて改修し、地域住民や地域外の人が気軽
石地区
に利用できる週末カフェをオープンする

1,000,000

池田 香代子 地域産業おこし

京丹後龍宮プロジェクトで整備してきた伝統産業の技や
京丹後市丹 食、丹後王国の歴史文化などを心の交流が伴う体験メ
後町
ニューとして提供し、ガイド役として「丹後マイスター」がも
てなす

500,000

農業分野の担い手不足を補うため、障害者に対して就農
京丹後市
経験者による農業指導研修やオリジナルラベル作成研
（大宮地区）
修等を実施し、農業と地域の活性化を目指す

680,000

33

京丹後龍宮の玉手箱 マイス
ターツーリズム開発・提供

34 福祉農業モデルづくり事業

明石の家プロジェクト

京丹後龍宮プロジェクト

NPO法人つなぐ

赤松 信宏 共助型福祉活動

支 援 事 業 計

24,270,000

